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令和 2 年度 第 6 回島根大学医学部医の倫理委員会【議事要旨】 

 

日 時  令和 2 年 9 月 28 日（月）15 時 00 分から 15 時 45 分 

場 所  医学部本部棟 5 階 第一会議室 

 

 出席委員 原田 守（委員長）、鈴木律朗（副委員長）、竹下治男＊、長井 篤＊、村川洋子＊、 

津本優子＊、中村守彦＊、中村 嗣＊、橋本由里＊、熱田雅夫、安藤泰至＊、 

吉田純子＊、祖田浩志＊、井上明夫＊ 

 欠席委員 土屋美加子、森田栄伸 

事務局  横山哲也、椿 麻由美、原 恵、角 香並、米山和敏 

陪 席  大野 智＊、冨井裕子、大西千恵 
＊web での参加 

 

【成立要件の確認（医学部医の倫理委員会規則第 5 条）】 

 出席者数／全委員数 14 名／16 名 

 出席者内訳 自然科学の有識者 8 名、人文・社会科学の有識者 3 名、一般の立場の者 3 名、

本学部に所属しない者 7 名、男性 10 名、女性 4 名 

 

 議題１ 申請案件の審査（通常審査） 

1． 申請者出席による審査（4 件） 

管理番号 20200721-4 種別 医学系研究 資料番号 1 

審査事項 研究の実施 

課題名 地方中小病院への遠隔集中治療システム導入効果の検証 

申請者 岩下 義明（救急医学 教授） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

保留 

スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出すること。 

 

管理番号 20200622-2 種別 医学系研究 資料番号 2 

審査事項 研究の実施 

課題名 風邪症状に対する処方薬の不適切処方調査 

申請者 和足 孝之（卒後臨床研修センター 助教） 

高木 勇次（有限会社 みどり薬局 代表取締役） 

審査内容  研究実施機関の薬局から処方箋を発行する医療機関に対し、当該研究に処

方箋を用いることを通知することは考えているかと質問があり、対応するこ

とは可能であると回答があった。 
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 患者や医療機関、本学と処方箋を発行した医療機関との信頼関係に影響す

るため、倫理指針とは別に配慮すべきであり、医療機関名は特定されないこ

とと本学の問い合わせ先を記載した案内文を通知するよう指示があった。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

保留 

処方箋を発行したクリニック及び病院に対して、本研究では、風邪症状に

対する処方薬の不適切処方調査を行うこと、処方クリニック名は情報収集せ

ずに研究を実施すること及び本研究の問い合わせ先を記載した案内文書を作

成し通知すること。 

 

管理番号 20200805-1 種別 医学系研究 資料番号 3 

審査事項 研究の実施 

課題名 ヒシエキス・ルテイン含有加工食品の摂取による指尖皮膚糖化終末産物・カ

ロテノイド量の変化測定 

申請者 谷戸 正樹（眼科学 教授） 

審査内容  治療目的ではないことと、侵襲性がないことの確認を行った。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

保留 

スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出すること。 

 

2．書面による審査（7 件） 

管理番号 20181108-1 種別 医学系研究 資料番号 4 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 脊椎手術に対する超音波ガイド下脊柱起立筋ブロックの鎮痛効果に関するラン

ダム化比較試験 

申請者 今町 憲貴（麻酔科学 准教授） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

管理番号 20190820-4 種別 医学系研究 資料番号 5 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 タキサン系抗癌剤治療による末梢神経障害に対する鍼治療の有効性に関するラ

ンダム化比較試験（多施設共同研究） 

申請者 大野 智（臨床研究センター 教授） 
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審査内容 ＜申請者は審議に加わっていない＞ 

質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

承認 

 

管理番号 20151218-1 種別 医学系研究 資料番号 6 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 本邦における抗好中球細胞質抗体関連血管炎に対するリツキシマブ療法の安全

性と有効性に関するコホート研究 

申請者 村川 洋子（難病総合治療センター 教授） 

審査内容 ＜村川委員は審議に加わっていない＞ 

質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

管理番号 20180409-2 種別 医学系研究 資料番号 7 

審査事項 SAE 

課題名 臨床病期 I/II/III 食道癌（T4 を除く）に対する胸腔鏡下手術と開胸手術のランダ

ム化比較第 III 相試験 

申請者 田島 義証（消化器・総合外科学 教授） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

管理番号 20190327-2 種別 医学系研究 資料番号 8 

審査事項 SAE 

課題名 漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を対象とした大網切除に対する大網温

存の非劣性を検証するランダム化比較第 III 相試験(JCOG1711) 

申請者 田島 義証（消化器・総合外科学 教授） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

管理番号 20180920-1 種別 医学系研究 資料番号 9 

審査事項 SAE 
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課題名 軽度認知障害における介入アプローチと生体マーカーに関する探索的検討 

申請者 長井 篤（医学部内科学第三 教授） 

中本 恭太郎（ 認知症戦略室・室長） 

審査内容 ＜長井委員は審議に加わっていない＞ 

質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

 議題２ 迅速審査の結果の報告 

  委員長から、令和 2 年 9 月 9 日（水）に開催した医の倫理委員会（迅速審査）の審査結果に

ついて、申請件数 69 件のうち、承認が 48 件、保留が 21 件であった旨の報告があった。 

なお、詳細は以下のとおりである。 

1．研究の実施に係る申請であり、本学のみで実施するもの、または本学が主たる研究機関とな

る案件（16 件） 

管理番号 20200715-2 資料番号 10 

審査事項 研究の実施 

課題名 日本人グルタル酸血症 2 型の臨床的特徴に関する研究 

申請者 山田 健治（小児科 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200730-1 資料番号 11 

審査事項 研究の実施 

課題名 島根大学医学部附属病院歯科口腔外科・障害者歯科専門外来における患

者動向調査 

申請者 管野 貴浩（歯科口腔外科学 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200814-1 資料番号 12 

審査事項 研究の実施 

課題名 ARAF または RAF1 遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者の実態調査 

申請者 中尾 美香（先進医療管理センター 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す
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ること。） 

 

管理番号 20200806-1 資料番号 13 

審査事項 研究の実施 

課題名 Helicobacter pylori 除菌後発見胃癌の範囲診断における胃内空気量の影響

に関する検討 

申請者 柴垣 広太郎（光学医療診療部 准教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200811-1 資料番号 14 

審査事項 研究の実施 

課題名 多施設共同 Helicobacter pylori 陰性胃癌の検討 

申請者 柴垣 広太郎（光学医療診療部 准教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200813-1 資料番号 15 

審査事項 研究の実施 

課題名 新型コロナウイルススパイクタンパク質に対する新規抗体検出キットを

用いた健常人における抗体価の検討 

申請者 浦野 健（病態生化学 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200818-2 資料番号 16 

審査事項 研究の実施 

課題名 インターロイキン-18の膵がん患者における血清濃度測定と腫瘍組織にお

ける発現解析 

申請者 浦野 健（病態生化学 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200813-2 資料番号 17 



 6 / 19 

審査事項 研究の実施 

課題名 肝疾患克服の研究基盤としてバイオリソースバンクの構築 

申請者 飛田 博史（肝臓内科 診療科長） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200826-1 資料番号 18 

審査事項 研究の実施 

課題名 エストロゲン代謝と血管異常関連女性疾患に関する前方視的観察研究 

申請者 金崎  春彦（周産期母子医療センター 准教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200816-1 資料番号 19 

審査事項 研究の実施 

課題名 緑内障バルブ複数挿入症例の手術成績 

申請者 杉原 一暢（眼科 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200825-1 資料番号 20 

審査事項 研究の実施 

課題名 局所温度制御とノンファウリング技術により人工肺の耐久性と生体適合

性改善を目指す新規高機能人工肺の開発研究 

申請者 織田 禎二（循環器・呼吸器外科学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200826-2 資料番号 21 

審査事項 研究の実施 

課題名 飛沫感染予防のための医療用フェイスシールドデザイン開発 

申請者 佐野 千晶（地域医療支援学 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 
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審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200725-3 資料番号 22 

審査事項 研究の実施 

課題名 胆管癌・膵癌患者に対する膵切除術の安全性とその治療成績に関する検

討-島根県多施設共同研究- 

申請者 川畑 康成（肝・胆・膵外科 講師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200725-1 資料番号 23 

審査事項 研究の実施 

課題名 肝疾患患者に対する肝切除術の質と安全性に関する検討 

申請者 川畑 康成（肝・胆・膵外科 講師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200725-2 資料番号 24 

審査事項 研究の実施 

課題名 肝切除患者に対する段階的肝切除術の質と安全性に関する検討 

申請者 川畑 康成（肝・胆・膵外科 講師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200820-1 資料番号 25 

審査事項 研究の実施 

課題名 新生児・乳児期早期の心臓手術後難治性乳糜胸に対する OK-432(ピシバニ

ール)による胸膜癒着療法の研究 

申請者 中田 朋宏（心臓血管外科 講師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

2．「1．」以外の案件（53 件） 
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管理番号 20200721-5 

審査事項 研究の実施 

課題名 Trabectome に対する、Microhook を用いた線維柱帯切開術眼内法の眼圧下

降効果の非劣性を検討する多施設後ろ向き観察研究 

申請者 谷戸 正樹（眼科学 教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200810-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 免疫チェックポイント阻害薬使用症例に生じた他剤による薬疹の後ろ向

き観察研究 

申請者 新原 寛之（皮膚科 講師） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200811-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 当院における 1 型糖尿病患者のセリアック病有病率に関する実態調査 

申請者 石原 俊治（内科学第二 教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200817-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 肺大細胞神経内分泌がん (LCNEC) におけるアテゾリズマブと化学療法

併用療法の多施設共同非介入前向き観察研究（NEJ044） 

申請者 津端 由佳里（呼吸器・化学療法内科 講師） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200825-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 精神障害者のがんの診療における課題を定量的に明らかにする研究 
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申請者 稲垣 正俊（精神医学 教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20161115-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 早産児の皮膚保湿能の検討 

申請者 藤原 実由紀（新生児集中治療部 看護師） 

迅速審査の理由 軽微な変更、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170131-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 

申請者 安本 博晃（泌尿器科学 准教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20160217-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 脳ドックデータ・試料を用いた神経疾患の包括的疫学研究 

申請者 長井 篤（内科学第三 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20160217-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 脳ドックデータ・試料を用いた神経疾患の包括的疫学研究 

申請者 小黒 浩明（320002 公益財団法人ヘルスサイエンスセンター島根 非常

勤医師） 

迅速審査の理由 軽微な変更、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170130-4 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 「EGFR チロシンキナーゼ阻害薬に抵抗性の EGFR T790M 変異陽性、PS
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不良のオシメルチニブの第Ⅱ相試験（NEJ032B）」における血漿および組

織中 EGFR 遺伝子変異の発現状況の観察研究 

申請者 津端 由佳里（呼吸器・化学療法内科 講師） 

迅速審査の理由 軽微な変更、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170215-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 肺癌に対する化学療法に伴う好中球減少と NAMPT 活性および SIRT1 遺

伝子発現に関する検討 

申請者 津端 由佳里（呼吸器・化学療法内科 講師） 

迅速審査の理由 軽微な変更、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190318-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 小児水頭症に対する脳室腹腔（VP）シャントの治療効果の評価 

申請者 秋山 恭彦（脳神経外科学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190131-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 健診データを用いた眼及び全身疾患予知アルゴリズム構築 

申請者 村田 博史（朝岡 亮）（眼科 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170830-4 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト 

申請者 渡邊 伸英（循環器内科 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180703-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 
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課題名 眼科手術で摘出した隅角組織の形態学的検討および酸化ストレスマーカ

ーの検出 

申請者 海津 幸子（眼科学 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180622-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 島根大学松江キャンパスの教職員及び学生の健康疫学的研究 

申請者 杉原 志伸（保健管理センター松江 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190220-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 甲状腺濾胞性腫瘍と腺腫様結節における細胞学的検討 

申請者 上垣 真由子（検査部 臨床検査技師） 

迅速審査の理由 軽微な変更、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170628-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 死亡時画像診断（Ai）を活用したあらたな個人識別法の開発 

申請者 竹下 治男（法医学 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170628-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 死亡時画像診断（Ai）を活用したあらたな個人識別法の開発 

申請者 藤本 秀子（京都法医歯科解析センター 副院長） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20181220-3 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会 絨毛性疾患地域登録事業及び登
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録情報に基づく研究 

申請者 中山 健太郎（産科婦人科学 准教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190120-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 地域住民における測定値自動送信技術を用いた家庭血圧管理状況と血圧

変動要因に関する探索的研究 

申請者 谷口 かおり（環境保健医学 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190120-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 地域住民における測定値自動送信技術を用いた家庭血圧管理状況と血圧

変動要因に関する探索的研究 

申請者 水津 昌子（一般社団法人益田ヘルスケア推進協会 理事長） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20051214-3 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 生活習慣病の予知予防に関するゲノム疫学研究 

申請者 並河 徹（病態病理学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20160516-3 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 関節リウマチ患者におけるリンパ増殖性疾患に関する研究 

申請者 村川 洋子（難病総合治療センター 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180216-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 
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課題名 ANCA 関連血管炎の年齢層別臨床的検討 

申請者 村川 洋子（難病総合治療センター 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180914-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 高安動脈炎女性患者と妊娠・出産の実態調査 

申請者 村川 洋子（難病総合治療センター 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20100226-3 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 染色体・遺伝子変異が成人急性骨髄性白血病の予後に及ぼす影響に関す

る観察研究 

申請者 高橋 勉（内科学第三 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20200318-3 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 新規に進行卵巣癌と診断された患者の腫瘍組織 BRCA1/2 遺伝子変異の保

有率に関する横断研究 

申請者 佐藤 誠也（周産期母子医療センター 助教） 

迅速審査の理由 軽微な変更、主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20150226-2 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 ヒト胚子・胎児の計測値および組織標本を用いた発生過程の総合的解析 

申請者 大谷 浩（発生生物学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20160531-1 

審査事項 研究計画等の変更 
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課題名 算数課題と意思決定 

申請者 長井 篤（内科学第三 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20200605-3 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 希少な呼吸器疾患の診療実態及び治療の有用性を明らかにするための前

向き観察研究 

申請者 堀田 尚誠（呼吸器・化学療法内科 助教） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20150227-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 EGFR 遺伝子変異陽性肺癌患者における MUC4 遺伝子多型と EGFR-TKI

による ILD 発症との相関性を検証するためのコホート内ケースコントロ

ールスタディ 

申請者 津端 由佳里（呼吸器・化学療法内科 講師） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190517-3 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目指した、遺伝子

スクリーニングとモニタリングのための多施設共同前向き観察研究 

申請者 中尾 美香（先進医療管理センター 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20171120-10 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 肥満患者における腹腔鏡手術中の終末呼気圧が呼吸メカニクス及び換気

分布に与える影響を調べる介入研究 

申請者 片山 望（麻酔科 助教） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 
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管理番号 20190329-3 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 遺伝性不整脈疾患の病因解明のための遺伝子解析ならびに多施設登録研

究 

申請者 安田 謙二（小児科 講師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20181211-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 質量分析計を用いた先天代謝異常検査による先天代謝異常症の詳細な病

態把握の検討 

申請者 山田 健治（小児科 助教） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190114-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 放射線画像領域における深層学習の基礎的検討 

申請者 山本 泰司（放射線医学 助手） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20181220-11 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 遺伝性結合組織疾患の病態解明 

申請者 松本 健一（総合科学研究支援センター 教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180927-2 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 第 2 回 Stevens-Johnson 症候群ならびに中毒性表皮壊死症の全国疫学調査 

申請者 森田 栄伸（皮膚科学 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 
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管理番号 20180531-2 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 切除不能進行性胃癌症例におけるニボルマブのバイオマーカー探索を含

めた観察研究(DELIVER 試験)：JACCRO GC-08 

申請者 田島 義証（消化器・総合外科学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20181017-4 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 磁気共鳴画像診断装置を使用した最適撮像パラメータの検討 

申請者 麻生 弘哉（放射線部 副診療放射線技師長） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20140918-2 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 ヒト癌細胞の免疫細胞・分子に対する抵抗性の機序の解明 

申請者 原田 守（免疫学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20171220-4 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 下垂体前葉後方の T2 強調像低信号域の評価 

申請者 勝部 敬（放射線医学 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180719-6 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 成人の複視に対するプリズム療法に関する研究 

申請者 小村 哲郎（眼科 視能訓練士） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170118-1 
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審査事項 研究実施状況報告 

課題名 初期臨床研修医の進路選択要因に関する横断的研究 

申請者 佐野 千晶（地域医療支援学 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20141226-4 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 靱帯再建膝前後の生化学的・生体力学的評価および膝関節固有感覚に関

する研究 

申請者 桑田 卓（整形外科学 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180927-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 半導体 SPECT 装置を用いた心筋血流 SPECT 画像の評価 

申請者 矢田 伸広（放射線部 主任診療放射線技師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180329-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 先天代謝異常症症例の遺伝子変異を同定後、経過観察調査をおこなう研

究 —保険収載された遺伝学的検査対象疾患- 

申請者 長谷川 有紀（子どものこころ診療部 講師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180329-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 先天代謝異常症症例の遺伝子変異を同定後、経過観察調査をおこなう研

究 —研究として遺伝子診断を行う疾患- 

申請者 長谷川 有紀（子どものこころ診療部 講師） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 
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管理番号 20180415-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 新生児マススクリーニングでみられる C5-OH カルニチンの上昇と先天代

謝異常症の病態に関する研究 

申請者 長谷川 有紀（子どものこころ診療部 講師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170731-10 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 ショッピングリハビリ®が特定高齢者の身体能力、認知機能に与える効果

についての研究 

申請者 磯村 実（人間科学部 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20161219-1 

審査事項 SAE 

課題名 特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観察研究 

申請者 津端 由佳里（呼吸器・化学療法内科 講師） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

議題３ 研究終了報告（10 件） 

 委員長から、資料のとおり研究責任者より 46 件の研究報告書が提出された旨の報告があった。 

管理番号 課題名 研究責任者 

20120731-3 ステージング手術が行われた上皮性卵

巣癌 I 期における補助化学療法の必要性

に関するランダム化第 III 相比較試験 

京 哲 

（産科婦人科学 教授） 

20131204-1 ハイリスク消化管間質腫瘍（GIST）に対

する完全切除後の治療に関する研究 

平原 典幸 

（消化器・総合外科学 准教

授） 

20141224-1 リツキシマブ＋ステロイド併用化学療

法後の B 型肝炎ウイルス（HBV）再活性

化リスク因子に関する、ヒト遺伝子解析

プロジェクト 

高橋 勉 

（内科学第三 助教） 

20161027-1 非弁膜症性心房細動を有する後期高齢

者を対象とした前向き観察研究 

三瀧 真悟 

（脳神経内科 講師） 



 19 / 19 

20170406-1 セフトリアキソンによる偽胆石症につ

いて 

吉田 理佳 

（放射線医学 助教） 

20170731-1 入力言語が対象および場面認知に及ぼ

す影響 

村瀬 俊樹 

（人間科学部 教授） 

20170915-7 高齢 SLE の臨床的特徴の検討 森山 繭子 

（膠原病内科 助教） 

20180406-1 アレルギー皮膚疾患治療満足度実態調

査 

金子 栄 

（皮膚科学 准教授） 

20180418-1 胸腔鏡の生検・摘出検体における超・拡

大内視鏡（Endocytoscopy）の有用性に関

する検討 

栗本 典昭 

（呼吸器・化学療法内科 診

療教授） 

20181113-1 子宮神経内分泌癌の MRI 所見の検討

－多施設共同研究 

吉田 理佳 

（放射線科 助教） 

 

 次回（本審査）の開催予定：令和 2 年 10 月 26 日（月）、15 時 


